
















15: 55-16; 56【特別講演】

厖長 渡部 Ui 廿］（袋媛｝ヽ学外科学品座 消化管 ・ 腿鈷外科学分野）

「胸腔鏡下食道癌根治術 —臨床解剖と郭清手技ー」

大阪市立大学大学院歴学研究科 消化器外科 報授

閉会の辞 16:55-

次I rrJ当畠1•t I� 月｝、

-14'-

大杉 治司 先生

I. 当院におけるJJiif1:fii下胆嚢即11術の検討

松IIJ市民病院 外科
011Jf匂 泰御． 波多野 浩明. �;;m 勁北． 村I:: 朱里. UH· 「9月太書

危井 投町梅岡 遠 't-:. 、 木村 r1±. I· 平 裕樹、 ・flll木 茂、 河田 直海 、 渡懃 良平

股腔荒ド胆袋摘14'紺(LOはわがI�rでも1990年にJ{/. 人されて以�- その低位褒11: の点から良性
胆箱疾患の栖準f� 式として杵及，当院でも1� 性胆嚢疾患9こ対する手•1�(})第→送訳となっている。
令凹我々は. �007年I JIから2010年12'1までに当院で施fr したLC 332例について街中合併
甜閉腹移行例, 75歳以1-:0)晶齢者予術症例について検ふlした 口 当院での-じな合併航は-1. t% 
に認められ．そのう釘'• 1璃を嗅す合併�ifは o. 6%であった コ また．開腹．移行例は1.8%であr}.
卿1夜皿辺に工阻袋が必影されなけ紐りがほとんどであ-)た 覧 また， 75禄以L:の症例の検
,:fでは． 柏知疾患. u嗅炎の合併訊翡に輝疇lの延艮が饂に認
釦痒は 1f. 訟的粋に輝が施行されており ifrlii雌心暉叫うことで閥齢者に対
してもLCは安全に ＇足腑でさそ())低に襲性をIf:_かすことができると考えられた。
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2. 腹腔磁Iヽ旧嚢胞開窓術におけるL�g:1su「,cr11 m I u 11 t n Pの使用雑験

愛婚限り；中央病院 梢化器外杓
の藤JI·ii�姦. i� 琳学兇，金H 笞史，原田 雅光，訓縞 秀頃

［口囮胆陀鋲＂＂知罰窓術における[. i 1$1-l�u r c'14 ll I u a f T i pのli ltl性について報佑する疇
[t紐JJM歳、男性鴫 骰絲を t訴に来1斑。(T可1: ド面から突出し、開のJ毛側まで達する径16cm

以l:(J)fもk装駐を2例 ， またjlf内にもk1Iヽ多数の媛咆を認めた。
げ術］間祁からSILSr11Por Iを招陸し ， 腹腔鉛とロティキュレ ー タ ー 把持鉗子、通常の把持鉗

子を挿入。胆盤を穿刺し嚢胞内を吸,JIした後左季肋部から5,mmボ ー トをWI� し1.igasu「RU

Blllt1I Tipを挿人: nr実質との災界付近に沿っ ーて切離を進めたが．藝胞墜は冑， 1-二指腸の前
壁および胆襄に制く癒治しており、 ；F�,隈因難な部分は残してnl及的に切除した＂残った嚢賂硝
は駆で坑灼し. 5皿ボートから閉姐式ドレ ー ンを留囮しT-1� を終了した u

［まとめ】L.igasurc1l! 8 I un'I T LPは嚢胞壁の切離時に良tl(t.ょシ ー リングと十分な叫It長が得ら
れた a 末た把行）Jが弛＜牽り1や刹離保作の際に鉗子を交換する必喋が少なく．開窓術には有用
なデパイスと与えられた。
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3. llL孔式服腔鏡F胆骰摘出術の検討

愛媛大学医学部 肝胆膵 1 移植外科
〇井L: f : . 羽田野 雅英．米永 ，＂弔、渡琺 常丸三好 1月文、藤lll泰 ――’

串姐 史胤高田 泰次

【H的］幣容性に悩れた祖孔式腹腔紅手if.i (S [LS} oJ� 要が急速に必まっていが当科での単
孔式腹腔毀ド胆嚢摘f:H術(SI LS-LC}の経験を報古し、安全性•利便性・経済性を検討する。

［方法】教育病院である当科のSJLS� 人は. 2009年12 n 当 I浣低侵襲手術センターの複数術者
に対するドライラ芯プタによるアニマルラポ構習会等を経て20[0年6月よりSII.Sポート＂
によるComti i 11 (�d法で開紺したっ同年12月までに15倒経験し｀同時期の従来式胆腔競FMlJ. 嚢松i
出裕(I川115例とF術成紹を比較した。

【結果］患仔年齢平均佳は、LC : S]LS-LCのll月に62歳： 47歳。 i術時間はl29分： 126分" 1'ti 

1(11は内群ともに雁少 r.tで開腹移紆なく．術後入院fl数は7. 7日： 6. I�I、術中合併症なく術後
合併紀は隙部SSJが2伊J�I例であった 會

［考察］滋習会と定のデパイスによる si lS-1.C� 入は安全で有効であデ刃たが H 更なる利便
ft I・経済付：の改祖が必要である。手技·Plf (aHについでピデオ棋覧する。
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4. 砧齢れ気肺怜胤I襄炎に対して•期的に畔澤下胆桜摘m術を施行した1例

＝． 既総合病脱 外科
つ大谷 弘樋三好 趾 郎． 山UJ tr紀． 伊藤 麻衣(-. 迫Jii 出．

小林 成h 枷 久保 雅俊．＇杓名徹総． 水田 稔． 白JII 和咄

患粁はりl淑男性. Z Ii rifiに打季肋部痛がrl1現し当院を受診． 桁査にて胆鋭炎が疑われたが
炎症反応も枠度であり 抗'I: 剤などにより保存＇的治療をIJり胎した． その後右乍防部痛など臨
床油ir-�<J)印悪は説めなかったが ， 血敬検tf.にて炎症9ぶ仰JI渇を比めた． 凶騎r,r後の胆部CT
検代では ， 胆媛壁肥厚や胆嶺Mr大など胆暴炎雨見())哨fil',に頃え ， 胆嚢内やJill鋭問棚へのガス ｛染
(JJ rn現も誌められたため． 緊忠にて 』賄柁餡ド胆偽摘m術を廊「した．

！ふ肝i化l日骰炎は. iR症雌氣忙胆嚢炎に分煩され また， 位速に「い篤な耗過をたどることが多
いため ， 俎件紺lに外科的処囮が必要になることが多い、急rtJIIT�油においても． 手術手技のFFL
雅性なとからHfl』し手術となる俎合や即jjビドレナ ー ジを施行した後に手術を範1(する均令も
ある今I叫われわれば． 気翻忙胆塩炎に対して 期的に�n打鍛卜�,1�判摘 m 術を施行した症例
を経験したび）で報店する．
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m 倣隔膜父通症に対する胸柁錢F手術の経験

謀松赤1 一字病院 胸蔀バ乳IJ船外科
つ環 1f.. 文． 三浦 -j1, tfJfー 光弘. If深 潔

症閻いIオ． 女仕持続股朕透析tCAPD)を開始した翌l」にllf吸p;]維が出現し. I加」部レ椋にて
イ j .k屈財水『i情を必めた・CAPDの中止により胸 ,tが献ヽ少したため横隔朕交ilti症と診斯し胸腔鉗
f手術を施行した n任病巣はインジゴカルミンを添』IIした透折液を注入したところ透折蔽が

印iする小さな欠m孔として確甜され， 同部を n ! 「り槌合器で切餘した ． 胸腔錢F手術は低仕襲
で優れた術式であり，�(任昴j疫の打熊を確認するという診断的店味も含め・＂効な手段と思われ
る ，
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6. 腹膜返析患者の秘隔際父通症に対して胸腔鎧ド手術をti・ ったl例
ー交通孔の I司定につ＇いて

和II�泣中火病院 外科
0 二.竿 災産．称］智 ． 久保 孝文 ，紙谷 直毅．治田 賢占1田修

磁E: I戚柑. 1.1.lJII俊紀．泉 貞呂．大柄 龍 一郎，,,ヽ笠原 翌. 1,!�i[ 基．小野田 裕七，
鈴鹿 伊智維出田 邦移

(fまじめに】供隔饒交遥症は柑紐腹膜透析(CAPD)の合併症(/) -つで，股腔内の透析蔽が狗腔
Iりに移行し，胸水貯留をさたす疾患である今回，横隔脱交通症に渕する胸詑第下手領で噌父
遥孔0珈J定のため色未法と気股法とを併J-ijしたI例を経験した

［症例］患省は68歳．男性．栖尿病による慢性閑イ、全に対して，CAPD祁入されてから1年9
カ月後．呼吸困難をきたし火院，右胸水貯留を詔め，採販した胸水の生化学的分析より、横隔
膜交通剤と診断. 3ポートによる胸腔鏡手術を行った，胆腔内にインジゴカルミンを混合した
透析板を往人したところ．横麻1朕腱中心に色姦で染まった5m程の嚢状の膨降を認めたら透祈
液を排出した後 co :.! で気腹し．気泡のないことを搾認 交通礼を縫合閉鉗した後その部を
含めで吸収ft補性材で広く披覆した ．

［荘察］手術成功の組ま，父通孔の同在診1析であり 気胆怯は，色某法で同定がmaな交通孔
の確認に1-f HIとされる．しかし 必ずしも術中に気泡が確認できるとは限らず� 両者を併用す
ることが望ましいと考えられた．
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7. 胸l陀頷F手術におけるアクセス創へのA叫iod池xi:s™ (l)脱り守について(/)当院での工夫

嵐島翡＇叩央病院外科
広瀬敵＃．大村健史HI t� 船 ・郎、近1� � 也、A1、· 淑之．和憬勢也、
灯ヽ�!'は、�. ff友11吋気藝野良·.

却·、l恥灼などに対して、！餡脊性およぴ低rJ:.�n1などのために胸粋•鋭下手tliを行う.Ii註設が増）!Iし
ているし同,JVJIJr!(l)アクセ祉ljの削緑保淡お.t [f.(i窟実なア・クセス経路を保つための開lJII機能を持っ
糾哲のウントブロテククー が用いられていふ''11�定では、 tにl\pvl似I Alexis�(以F、A.l�xi:s)を用いて
おり、贔近では直1苓が的7c』11 (T) 応サイズ（対応切間長2-icm)を川いることが多い。これを約2!!『II の
如加」開訓からf",FA してf術を行っか）だが、暉終f問にこれをII四11す界に,lJ間が狭く',Q1Jが小さ
いために取り出しに難渋することが多い.:Jl々Lt、Ale.Jti.'>を挿入する前にAlexisの胸腔内に挿入する
暉の緑色のリング部分にL! 0絹糸を槌合じておき取りa�す際にはこれを牽 �I する..:.とにより容品に取
油せるよう1夫をしている．今までに約100例界度に駆Tしたが、粕に尼ラプルなどは経験しておらず·，

従来の指または町による除却こ比べて、容易に短時Ul1で恥）出すことができた。簡l杖な子技ではあ
るが、非府にhけlであると恩われるのでこれを報佑する口
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12. 咬門側w 切餘後の完全鯰視f再建
ー親音闊紐による哄［ヨ形成を付JJn した食道残W吻合術 一

香JU恥t 中央病院 外科
〇小野田 裕j_. 刷習紙谷 直胤飴田慨叫修久保 孝文、 徳も 滅闘

＂！」11 陵紀． 大船 龍狐泉 貞�- 小笠�j! 戦二宇 酎姦. ��H[ },t;, 鈴庇 伊智絹

Jfi fB 郎彦

暉に対する版腔錢FWl;IJ除州は急速に1年及しているが、 哨P'l佃"·� り」除l以下印に関しては、
機能罰に!JOえて食遥逆流防止の「．たが必嬰いなる-:. とから． 再建力法 . r,技ともに確V:

れていない C')が現状である．
訊ではI/� 以I: の残Wを維保でき． 迷坦峠籾）沿（江I能なj輝例をPCの適応とし， 而建は、
閾憫き祐による哨1"]形成を印IIした印碑i11叡合を視叩恥にし良奸な結呆を得ていな』g
暉 t PCにお\ l ても小開l股で同はの雌を行っていたが．（水咄祁によ ・9ては1如合操作が極めて
困難な出�, も,({- ff. したため 、 撓視卜り遥,�こ移行し， 今rril、 （屈l紐合にて完令設視止雌暉
であったのでビデオで棋炉る。
11[能輝駆のある統視 Ft寺iflの開様で 、 確実に短町間で雌をfげためには、 白勁紐合器や吻令
器を,�手に{;Ij Jllすることは直要であな 方， 鋭視,:: 千術であるがために開腹輝では可能な
疇Iり建を仰にすることばふ来の1濯］から逸説すると考え lぅ九器械吻合では11�I見できな
いI旧

l 準にOOしては．鏡視f�1J.1組合によるP準干技の確立も必性と考えな
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1a. 骰腔鏡 -..·w 切除術におけるi逍肛U管処理のヒャリ., \''.Iト回避 0) ためのNDCT術11雌l� シミュ
レ ー ションの意筏について

徳島大学 外fヤ芦
,3岩田 n 、 島田 光 1 に 栗田 は祐. I酎岡 将規． 森本 偵也． 古JII寺造． 宮谷 知彦．

柑原 喬也， 三 I. r絵 h 中都宮 徹

【はじめに］屈i腔鈍F\れ�
T

-術においていり蜘脈恨GA)、左W蜘浄脈(I,砒I.G\r) (/J術浦把握は一
＇屁である．：卸1我々は l出渾動脈を右w動脈と訊って切雌した症例をビデオ捉ぷするとともに，
if, 湘TMHCTでlil竹りt frrJ) ,·a r j a, 1011およびLADG: こおける術紺r nadga1l i,on iJ. 汁tm 性について検討
した．
［対象・ h'i1H輝J na\'igat ion (})f'fJII性： lADG 1記例roi例でWi前鼎CT .Jけ施行の群（なしr1f n= 16 

飩＇， と籠ltr JJ訳T施行町（あり群11 =4り例｝でRGA. LGA ,,1隕郭m峙間を比較検討した。
帖呆) RGA f/J� 始曲よ、 約什肝動 illR: 104例(89. 即， le.肝動脈： 8例!G. 9!t) • 『l トニ指Jj邸動

脈：I例(3. i.l船であうた u L間の流人は0叫飩屈： 70例し60\'f. l•il脈； 46例14似） 、 肝利 11 1脈直接
滴人. I例であった. RGA周IJN郭梢は.%: 17min (なし群：あり群） . t訊．周圃祁情は32· �tlai □

でありn1 ,lこ1-J屈l2を認めた:
【給，�ff 1�rDCT を） II いてWrllirにl「ll��J召 j を把批することで安令な内視鏡下 r1粒手術が＂能となる：
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22. 拙行結JJ開癌に対する定咆化した胆腔鏡下手術について

岱匁]�紐センタ ー ず」化器外科
()rri PR「1、 村岡 公哉k-li ·tr. 西Ll.:lli!、 1- n 点史斎坂 槌 一 , Efll a:J-l 公幸、

寺伝 文.E{IJ 烏 l剖椅ltr秀 嘉 澁谷 祐 ヽ志Itri 泰4ふ中村 敏夫福井 康紺、岡林 孝弘.
西岡曲、 谷木 利粉 、 ,u↓ .�P. i:ij 

【緒.:;?]我々 (I) 股腔鋭卜横行結腸切除術について供覧ずる
【術幻u横行緒即l側病変：原1[[IJとして綱藉切開についで，Jjll Ji植服節脈rl乱．L, クリッピ

ング切離次いで内佃［アプロ ー チにより右結腸勁静航阿結腸蜘怜9限を同定，Sorg ica I t rnnkを
却', し処理rflL� を決虻後頼側に向かい祁it1 、 SMVからの枝を同定しつつ中結腸動脈郎印服邪
に至り. 1213 f: 祁梢後噌 秒南祐技を切離し病変を摘出， 2) 即瀑腸杞側柄従覇衰後雁が航行給
町 lJ 穀および後腹膜に広く項合しておりこれを理鮮した牌奴 II肛1の剥雌受勁がは大のボイン1�
と：托えられる捌巌を翡!f極近くまで開放し膵下緑にそって絹殺後両を切開して後版膜に至り
ド行粘腸外側からの癒釘鰈の姉11躍K仕：雌紐させて肌噂1柑部の受動を行う．次いで内側アプロ

ーチによって1 re ilがs靭僻駁側で祝膜切開し ��CA 根部に至り， :223 祁梢後圧枝をクリッビン
グりJ催し I 祖届 1 用拠部位に応じて左結胆動脈の処PJlを前後して加える，j)f員行奇w ,m中央部病変は
以卜の 1•技を糾み合わせてり］除を行うこれらの手f.� について供笠する，
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23 . 賜秤子宮内膜症に対するInci引 011-1 ess Bi
j

Jを競下低位前方切除術の経験

晶知底税センター 泊化器外：科
0郎］ 虹哉細円， kli ·fr. iJq 1r-: 暁, I·Ji 翠史 h 斎板 維―. f{]中 公れ、

昨苅11. 尾的 和秀、渋谷 W -、，ね釈 泰生、中村 敏夫、福井 康雄岡林 孝弘，
西岡 豊谷＊ 利蒻堀見 比�if]

庫1·l 1fiJ閲狭窄を米した』い智子宮内膜症に対してr nd.s ion― les� で低位前」方切除函を行った
(J) で報化する e

【虹JJ�rn 代女性 0 経妊 0 経在. 25 歳時に卵巣チョコレー1ヽ嚢帷に対して輝遁fiし， 2005 年
より低rn 知ルJ町�m を鴫.2年前よ『）中止. I年前よf)'Jこi靭）ときに陸い排便時甜と福酎：を此
這I笑受診．』咋•杯；畑咬症を疑われ ． 手f�j LI 的で紹介となった b

げffil Rs Raの(. 7庫）病虹叩り側をエンドリニアステイプラーで切踵後．経腟的に加且—
”二2紐入�. 腹貯内に r.ou抄mm <1) アンピルヘ ッドを挿人、病変 noo切細予定祁より』I門側
砂涸． アンピルヘッド訊i 人し， 粘腸壁をステイプラで槌合閉鎖し，荊変を経腔的に摘出後
町で吻合，」且辺阻部は敷慇登ーで堕色閉組した祠園l釦峙間5� 分 ． 皿飢i\ fim l以1勺術後7
病[Jりに軽 tk退院した＾

［考察凋脊欧IAJ股症に対する距腔萄卜手術は19例が報告されているがf □ci s i o 11 I es sでの
切隙例は報右·が無く r Ji� 例を1是示する．
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莉．腹腔鐙F手ffjを行った傍食逍裂孔ヘルニア(/)-例

和II lf.i \f. 中央病院 外科
〇伊鉛 奈律足 iri•i= 店、小野fFI裕-1:、古川 武志 噌 治田 貨、 1rm 怪、久保 ぷ文．

徳毛 誠樹｀岡 智、山川 俊紀. J.:. 伯 他 一 li, 泉�Iふ ＝＿竿政彦、小笠原 11n

鈴鹿 ，伊智雄．坑田邦彦

t分食道裂孔ヘルニアは．．横隔J朕ヘルニアの中でも食迫裂孔ヘルニアと比較してまれとされてい
な今�r ii, 彬食迫裂孔ヘルニアの腹腔鋭ド手術を経験したので恨内する。症例は約祓女性a }
年(i�J;_Q亜ド時の伐物のつかえ、食後の胸焼けがm硯L , Rkgの·fぷ厘減少。近1夭で.PP[処方さ

— - • . • 

れていたが症状改袴なく、当院紹介となったd • 外来胸腹郎CTにて、横隔膜ヘルニアと診断し、
腹 ti空挽卜手術を ti った... � 術は．厨部. /i� れの1:J匝部販直筋外側 ， れ卒肋部の4ポ ー トおよび
剣状突起｝よりIJパ ー I'トラクタ ー を tifi 人しで行った。ヘルニアpr1屈l圃の癒芍を剥雌し．大諷
＼，.！を腹腔内に戻した り へ,1,,ニアt"lf/) 1F中i叫食追裂ル：：の間に左桜隔阪問を認め、傍食恋裂孔
ヘルニアと診断した＂デュアルメッシュをプロタックをtl1いて柚隔設に固定し、へ｝に:)"Ill]を
閉iffl,, � 術を終(した u PUDJに経I I摂取11mりし症状軽快したのを確認して. rOD7にill.院となっ
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Z7, 腹花鐙Ft: 修復した．横隔膜傍裂礼ヘルニア (J) ・ー症例

足媛県."J..今治病院 外l1
〇山下仏訊i I視愛媛県）、,: 中央病院 泊化器外fl)、繕月 秀軋

古例 繁宏｛現受困県立祈居浜病院） 、 I引比 侵（現愛迷県 •t:新討浜病院）

枇隔爬ヘルニT rJJ I J� である、まれな傍裂孔へ9にニアの1症例に対して．腹腔続卜予術を経験
したので報� !; する。症例は60歳台の女性。突然のl:�紺訊痛、JA__[困羅と嘔吐を上訴に当院を受
診した。 上牒泊化竹内視鋭検行とバリウム検杏にて食道災孔ヘルニアと診断した。胆腔箪下
に手術を行った-=-�m-�咽fl部、匈径部を全悶に渡り剥雛して し 杞右f択屈膜l圃を蕗出したと
ころ｀ヘルニアl"Jは食辺袈.flの杞園にある椛隔膜傍裂孔ヘルニアであることが確認された。ヘ
ルニア1'1/i松と． ｝，：側猷隔脱闘を硲舘したこれでヘルニアl』りは閉鎖したが、食逍裂孔わ側の
横屈閣が馬恥な-:; たために，メッシ 7 を紅道幻L 叫t� の横高服に迎沿した ： 術後の経過は良
好で．術後9 11 Rに辿院した。
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28, 当科における駒陀緞（補助) F食道切除術の現状

和11大学医学部 消化器外科
0 柏木 裕 rt. ,i'祁り雄大. I祠田 輿克．暉広誠大島 稔． 、加＊ 伸太郎．秘原 騨随

柿f(怜太郎． 萩池f\信岡野 I�- • 1= I杵 尚志鈴木 康之

叫1では1997年から食逍癌に対して1狗腔設湘f!VJ) f
―
仮面切除術を施1 「してきた成(fは1刷胸

訓を最大3cmとしぢ玲笈視Fで紅近切陣+ I Jンバ節祁冷を行い． その後l暉げに11皆を作成
して後縦駆経踏で�I: し、 頚部吻合の後に1捌合部位を行国内へ返｀すf�技を基ぷとしていなま
た近年は， 根沿的放射紛（化·lぼ枷後の食道面追残又は•'.発に対する救済子術も増Jmしてきて
いる直科におけるW05年4 Hから現在までの胸評鉛（補珈Fft沿暉餘術症例は14例で（っち
5例が救桁印ij) • そ rJ) 成紺li5年生存•�l f, 7, t1関柑例死亡， うち似病死4例、 他病死l例． 手術
関連死l倒lである， 合柑船は槌合1� 令がfL:Cも多くいf4 H Ii 1'Yilで)f. .I—.ir/� または挙ヒ希'fJI\$� 乳
死3例(12. 5�) • ARD�2名·1 (6. l�) . �r• 2例 rn. 加. I籾令部狭搾1例l�. 3岱）， 食遥気管支痰l例
し4. l切であな特に救済

r.術を郎·iした5例「11 4i1が叫J;r期に合f}f症l稲合イ冷箪,,._粘Jl肋↓灼況
AR脳岨j�)を起こしており 書 11;,前())倣Jif，した禁娩及び呼l敷限り）＼や、手術�())再建経路の変更
んどの対顛を以じているがさらなる r:夫が必製である．

-4'2'-

!
'!"'. 

． 

幽股柁鍼ド食道アカラシア手術における当,.itでの r�夫

祐烏，1,q-キ病 f託 外 H

1つ木原 歩災， 沖/.It 宏． 松本 大費. �i"'II � り子，松jii1J裕 疇 鋲FU 囮子 ， 湯浅 康弘、
石介 久旧、 木村 秀． 阪II] ,;t見

食近アカラシア罪j ,;;1:1U蔽沿II)雌や吻合が手術は作に必疫ないため鉛視ドF術 I.)) よい適応である，
判況では服柁応,.- 「こ5 * ートで．』@旦匝翌堕肌ifi. J1皿煎111J影成計凶遁�エ込五安令で
砧椿度なr-HりをLI指して r J� つている我々のh法とその成糾こついて報化す る
T妓のI

・
>� として I IトラクターをJIIいASSl STO-A rDS�•s t. C!lliS ,... C [H螂＂ に同止し．印改圧排を

hうことで食叫＇庫合沿 (i) 術輝l察を容と比：Lている、 また筋,;•� 切間時に食迎粘11!-lを相僭しな
いようにする「'k�文ユックl麟気メスをJ�姑拡滋遥出Lてt I 心
螂船t t)これまでに10例のlmiJ T=-術を施行しいずれも疇閻'.

I� まなかった」且生匝幻恥た
がりf�J'ではi;; FIT� 叫屯存し．． 術後2 夕. J] ....... 4g ,., IJの観察期間で畔氾項氾品めていない．
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【特別講演］

崩艮 愛媛人学外科学講座 梢化酒 ・ 飩紺クト科学分野 渡部 祐司

「胸腔鏡下食道癌恨治術 —臨床解剖と郭清手技ー」

大阪r�i立大学大学院灰学研究科 泊化器外科 教授

大杉 治町 先��:
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